英語リスニングテスト台本

令和２年度


［注］（

）内は音声として入れない。

ただ今からリスニングテストを始めます。解答用紙を準備し，問題用紙の１ページを開いてく
ださい。（間５秒）
問題は（1）から（4）まであります。聞きながらメモをとってもかまいません。また，
（2）の会話
は１回しか言いませんので，注意して聞いてください。
（間２秒）
（1）を始めます。問題は２つです。二人の会話とそれについての質問を聞いて，答えとして最
も適切な絵を，それぞれア，イ，ウ，エから１つずつ選んで記号を書きなさい。会話と質問は通
して２回ずつ言います。では始めます。
① （A 女）
：Hi, John. Look at this picture.
（B 男）
：Oh, the river is beautiful. Did you go there?
（A 女）
：Yes. These mountains were beautiful, too. You should go.（間２秒）
Question

:

Which picture are they looking at?（間２秒）繰り返します。
（間３秒）

（3）に移ります。中学生の佳菜
（Kana）と留学生のトム
（Tom）が，昼休みに学校で会話をしてい
ます。会話の後で，３つの質問をします。答えとして最も適切なものを，それぞれア，イ，ウ，
エから１つずつ選んで記号を書きなさい。佳菜とトムの会話と質問は通して２回ずつ言います。
では始めます。
（Kana ）:
（Tom ）:
（Kana ）:
（Tom ）:

Hi, Tom. I didn＇t see you after school yesterday. What were you doing?
I was practicing the taiko drum with my group.
Really? Do you play the taiko drum?
Yes. I joined a taiko group five months ago. I practice it ever y Wednesday. The
members are so kind. I love to play with them. Next Saturday, we＇ll have an event in
the city hall and play the taiko drum there.
（Kana ）: I want to see it. When will the event start?
（Tom ）: It will start at one. Six other groups will come. They will dance or sing.
（Kana ）: What time will your group play the taiko drum?
（Tom ）: We will play from one ten to one thirty. Before the event, I have free time. Let＇s have
lunch together.
Kana
（
）: Good idea. I hope we will have a good time.
（間３秒）
Questions

② （A 男）
：I finished my homework. Can I help you, Mom?
（B 女）
：Yes, please. I must wash dishes and clean the rooms. So, can you go shopping for me?
（A 男）
：Sure. I＇ll go soon.（間２秒）
Question

:

What is the son going to do?（間２秒）繰り返します。
（間５秒）

（2）に移ります。問題は３つです。二人の会話を聞いて，それぞれの会話の最後の文に対する
応答として最も適切なものを，それぞれア，イ，ウから１つずつ選んで記号を書きなさい。会話
は通して１回ずつ言います。では始めます。
① （A 女）
：May I help you?
（B 男）
：Yes. I like this T-shirt. How much is it?
（A 女）
：It＇s one thousand yen. It＇s very cheap today.
（間７秒）
② （A 男）
：Are you free tomorrow? I want to play tennis with you.
（B 女）
：Sorry. I＇ll see a movie with my family.
（A 男）
：How about next Sunday?
（間７秒）
③ （A 女）
：You look sad. What＇s the matter?
（B 男）
：I cannot find my cat at home.
（A 女）
：I can help you. Tell me about your cat.
（間７秒）

:

① When did Tom become a member of the taiko group?（間５秒）
② How long will Tom＇s group play the taiko drum at the event?（間５秒）
③ What will Kana and Tom do before the event?（間５秒）繰り返します。
（間５秒）

（Bob）先生が日本での生活についてスピーチを
（4）に移ります。アメリカ出身のＡＬＴのボブ
しています。スピーチを聞いて，その内容として適切なものを，ア，イ，ウ，エから２つ選んで
記号を書きなさい。また，ボブ先生の最後の［問い］に対して，話題を１つ取り上げ，２つの英文
であなたの［答え］を書きなさい。スピーチは２回言います。はじめに15秒間，問題に目を通しな
さい。（間15秒）では始めます。
I have stayed in Japan for two years. Before I came to Japan, I stayed in China and taught English
at a high school there. When I came to China and Japan, I couldn＇t speak the languages. But I
didn＇t worry. I believe language is not a problem. Doing something with other people is more
important. In Japan, I try volunteer work. I clean the streets on holidays and teach English to
people in the town after my work. I also help people at festivals. I have many friends. They teach
me a lot of new things. So, I＇m happy and enjoying my life here. Now I have a question for you.
What makes you happy in your life?
（間20秒）繰り返します。
（間20秒）
これでリスニングテストを終わります。次の問題に移ってください。

